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金利のつかない金融とは？イスラーム金融はイスラーム国の金融？
国により地域により様々に異なるイスラーム金融の多様な現状を世界 16 カ国から眺める。
本体価格 3,700 円＋税／ A5 判／ 300p. ／ 2010 年 12 月発行／ ISBN978-4-258-29023-9
序 章 地域的多様性のなかのイスラーム金融 ／鈴木 均・濱田美紀
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第 10 章 イスラーム金融の現在と変容する多様性 ／吉田悦章・長岡慎介
第 11 章 流動性管理手法からみたイスラーム金融の多様性再考 ／長岡慎介
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山形辰史 編『グローバル競争に打ち勝つ低所得国
再現された輸出指向開発』

低所得国であるバングラデシュやカンボジアは、グローバル競争に負けるしかないのだろうか。
現代の低所得国がどのようにして経済発展 や貧困削減を遂げられるかを考える。
本体価格 3,000 円＋税／ A5 判／ 237p. ／ 2010 年 1 月発行／ ISBN978-4-258-04592-1
序 章 本書の目指すもの ／山形辰史
第 1 章 開発戦略の現在 ／山形辰史
第２章 近年の開発戦略論のレビュー
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ISBN978-4-258-04584-6
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 ジ研研究者の素顔に迫る―研究者インタビュー、ウェブで公開。
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多民族国家マレーシアの政治を制度から分析する
中村 正志（東南アジアⅠ研究グループ長代理）
より精度の高い国際産業連関表を作るために
桑森 啓（ミクロ経済分析グループ長代理）
キューバを取り巻く情勢変化を現地経験を基に分
析する
山岡加奈子（ラテンアメリカ研究グループ）

アフリカの政治研究を通じて地域研究と政治学と
の橋を架ける
佐藤 章（アフリカ研究グループ長代理）
文明史という視座で太平洋を吹き渡るマタンギ
（新しい風）を追う
塩田 光喜（貧困削減・社会開発研究グループ）
ミクロデータと農村調査に基づいて中国農村の変
容を実証する
寳劔 久俊（開発戦略研究グループ）

※所属・肩書きは、インタビュー時のものです。以下同様。

フィリピン独自の経済パラダイムを探りたい
鈴木 有理佳（東南アジアⅠ研究グループ）
トルコ社会をジェンダーの視点から捉える
村上 薫（中東研究グループ）
カザフスタンの民族問題について政治体制と絡め
て捉える
岡 奈津子（中東研究グループ）
集めたデータを検証し、問題の原因とその背景と
なっているメカニズムを探る
伊藤 成朗（開発戦略研究グループ長）
空間経済学のシミュレーションモデルを東アジア
に応用する（IDE-GSM）
熊谷 聡（経済統合研究グループ長）

台湾の産業・企業から世界の製造業システムの
姿が見えてくる
川上 桃子（技術革新と成長研究グループ長代理）
人の顔が見える政治研究を目指して
中西 嘉宏（東南アジアⅡ研究グループ）
スリランカで起きている大小の出来事を一つ一つ
積み上げ、今後の政治経済の展開を読む
荒井 悦代（南アジア研究グループ）

中国の現代政治を読むポイントとは？
佐々木 智弘（地域研究センター東アジア研究グ
ループ）

130村もの農村調査を通じてタイの農民組織、社
会構造を研究する
重冨 真一（東南アジアⅠ研究グループ長）

『ウガンダ』のあり方についてあらゆるテーマを網
羅して明らかにしたい
吉田 栄一（アフリカ研究グループ）

法律学の視点でアジアの社会変化を捉える研究
今泉 慎也（法・制度研究グループ）

投票行動から途上国の政治を分析する
間 寧（中東研究グループ長）

農村調査を基に農村部の工業化からベトナムの経
済発展を検証する
坂田 正三（国際交流・研修室専任調査役）

世界の“お宝”、アジア国際産業連関表
猪俣 哲史（ミクロ経済分析グループ長）

「開発」のフレームワークのなかで「障害」を捉
えることの重要性
森 壮也（貧困削減・社会開発研究グループ長代
理 主任研究員）

IMFにおいて期待される日本の役割は？
國宗 浩三（国際経済研究グループ長）
『人』を重視した企業研究
佐藤 幸人（新領域研究センター専任調査役）
開発途上国における福祉国家論研究
宇佐見 耕一（ラテンアメリカ研究グループ長）
異なる地域や分野の研究者と“異種格闘技的な共
同研究”を実施
武内 進一（アフリカ研究グループ長）

実証研究に基づく中東の企業研究をめざして
土屋 一樹（中東研究グループ）

集積したファクト・データを独自の視点で編上げ
分析する
奥田 聡（地域研究センター専任調査役）

メキシコの企業グループの栄枯盛衰をウォッチする
星野 妙子（地域研究センター上席主任研究員）

産業廃棄物は世界をめぐる
小島 道一（環境・資源研究グループ長）

2011 年 3 月号特集の予告

「続地域関連コレクション―中東・アフリカ・ラテン・アメリカ」
情報技術の発展により情報媒体が多様化する中、地域研究に
本当に役立つコレクションはどこに存在し、どのように入手すべ
きか。本特集では、2007年3月号図書館特集「アジア地域関連
コレクション―わが国主要図書館の所蔵資料から」の続編として
非アジア地域関連コレクションを取り上げます。
（3月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
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開発途上国の障害問題への学問的貢献をめざして
小林 昌之（法・制度研究グループ長）

アジア各国のアジ研版『マクロ計量モデル』とは？
植村 仁一（マクロ経済分析グループ長）

中国研究者らと共に『中国の水汚染問題』解決
に向けた研究に取り組む
大塚 健司（環境・資源研究グループ長代理）

インドネシア政治の歴史的転換期を追い続ける
川村 晃一（東南アジアⅠ研究グループ）

民主主義制度の安定・不安定を分析する
川中 豪（地域研究センター専任調査役）

広い歴史的な文脈の中で「なぜ今この研究が必
要なのか」について解説する
野上 裕生（開発研究センター専任調査役）

インド政治のダイナミズムについてデータを駆使
し多角的な視点で分析する
近藤 則夫（南アジア研究グループ長）

民族が違うという理由だけでは人は殺しあわない
津田 みわ（国際関係・紛争研究グループ長代理）

途上国に還元できる研究を目指して
山形 辰史（貧困削減・社会開発研究グループ長）
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